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多摩六都科学館 多摩六都科学館 

－イベント－

講座・公演  講座・公演  

■日９月２４日～１０月２９日の毎週火曜日午
後２時～４時（全５回）
※１０月１５日（火）はお休みです。
■場中央公民館
■人６０歳以上の市内在住・在勤のかた、
３０名
※応募者多数の場合は抽選
■内気功、悠久の漢字文化を知る（歴史
や成り立ち、おもしろさ等）、楽しく
脳トレ
■講村上　浩氏（元東村山第四中学校校
長）ほか
■持筆記用具、タオル、飲み物
※動きやすい服装で
■申電子申請又は往復はがきに必要事項
と年齢を明記し、９月１１日（必着）ま
でに中央公民館（〒１８９－００１４本町２－
３３－２）へ
■問中央公民館（1３９５－７５１１）

１２名
※応募者多数の場合は抽選
■費５００円（材料費）
■講内田祐次氏（木工屋木楽代表）
■持筆記用具、エプロン、アームカバー
（お持ちのかた）
※汚れてもよい服装で
■託 １歳～就学前の幼児、２名（要予約、
おやつ・飲み物等持参）
■申電子申請又は往復はがきに必要事項
と特記事項を明記し、９月１７日（必着）
までに中央公民館（〒１８９－００１４本町２
－３３－２）へ
特記事項希望日、年齢、託児希望のか
たは幼児名（ふりがな）・年齢（月齢）
■問中央公民館（1３９５－７５１１）

共催紙芝居サークル「原っぱ」

　簡単に手作りできる木製のミニ一輪
挿しを作ってみませんか。
■日９月２９日（日）、１０月３日（木）・１０日（木）午
後２時～４時
■場中央公民館
■人市内在住・在学・在勤のかた、各日

　学校を中心に「いのち」「平和」「生
きる」等のテーマで実演をしてきた紙
芝居サークル「原っぱ」が、大人向け
に紙芝居を上演します。
　前半は「世界の紙芝居」をテーマに
世界各国のお話を、後半はお薦めの作
品をお届けします。
■日９月１３日（金）午後１時３０分～３時
■場市民センター２階　　　　
■人おおむね１８歳以上のかた、先着５０名
■申８月１７日（土）午前９時３０分から電話又
は直接中央図書館（本町１－１－１０）へ

大人のためのプレミアム紙芝居
ショータイム オブ 原っぱ

　災害時に備え、外国人と日本人が一
緒に多言語支援センターの立ち上げに
ついてワークショップで学びます。
■日９月２８日（土）午後２時～４時
■場北庁舎１階　■人先着３５名
■講高橋伸行氏（多文化共生マネー 
ジャー）
■申８月１６日（金）～９月２０日（金）に電子申請
又は電話で市民相談・交流課へ
■問市民相談・交流課

天体観望会「恒星と惑星と
衛星をさがそう！」

　地球以外の惑星に衛星はあるのか、
望遠鏡で確かめてみましょう。
■日９月７日（土）午後６時３０分～８時
■場多摩六都科学館
■人小学生以上のかた、５０名（小学生は
保護者同伴）
※応募者多数の場合は東村山市・小平
市・清瀬市・東久留米市・西東京市の
かたを優先で抽選し、当選者にのみ参
加券を送付
■申同館ホームページ又ははがきに必要
事項と特記事項を明記し、８月２６日（必
着）までに同館（〒１８８－００１４西東京市
芝久保町５－１０－６４）へ
※同伴の保護者も参加者としてお申し
込みください。
特記事項開催日・年齢（学年）
■問同館（1０４２－４６９－６１００）

市民講座「生活雑貨を作ろう」

市民カレッジ「災害時外国人支
援のための多言語支援センター
立ち上げ研修」

　縄文人が弓の材料として利用したイ
ヌガヤやマユミについての講義後、八
国山を歩きながら同じ植物を観察し、
縄文人の生活を探ります。

考古と自然のコラボ講座
縄文人の弓　イヌガヤとマユミ

■日９月１５日（日）午後２時３０分～４時３０分
■場八国山たいけんの里（野口町３－４８
－１）
■人小学５年生以上のかた、先着２０名
■費１００円（資料代ほか）
■申■問８月１７日（土）午前９時３０分から電子
申請又は電話で八国山たいけんの里（1 

３９０－２１６１）へ

　地域での就職・再就職を目指す女性
のための各種講座を開催します。
共通事項
■申８月１９日（月）午前９時から電話で
ヒューマンアカデミー株式会社（1０３
－５３４８－２０３９）又は「東村山市女性の
ための就職支援事業」のホームページ
へ
※すべて事前予約制です。

事業説明会＋無料個別相談会

■日９月２日（月）・４日（水）・６日（金）午前９
時～１０時、午前１０時～１１時、午前１１時
～正午
■場多文化共生・男女共同参画推進交流
室（本町１－１－１）
■人市内在住の女性、各回先着１名（お
子さんの同席可）

無料公開セミナー

　お好きな講座をいくつでも選択して

受講できます。
■日下表の日程の午前１０時～１１時３０分
■場市民センター２階
■人市内在住の女性、各回先着２０名（１
回から受講可）
■託 生後６か月～未就学児、各講座先着
４名（要予約、おやつ・飲み物等持参）

「女性のための就職支援事業」各種受講生の募集 ■問市民相談・交流課

インターンシップコース

　下表の事前研修を受講後、職場実習
を行います。最大２社まで、時期・期
間は受講生により異なります。交通費
等の支給はありません。
■日１１月１日（金）～３０日（土）のうち５日間以
内、１日４時間以上
■場市内等の受入事業所
■人市内在住の１８～５５歳の女性で事前研
修すべてに参加できるかた、１０名程度
※応募者多数の場合は選考
■託 生後６か月～未就学児、各講座先着

４名（要予約、おやつ・飲み物等持参）
事前研修
■日下表のとおり
■場いきいきプラザ３階「情報研修室」

事業者向けセミナー

■日■内１０月２４日（木）午前９時３０分～１１時３０
分＝女性の採用支援・インターンシッ
プの活用、１１月１４日（木）午後２時～４時
＝女性活躍推進と定着促進
■場市民センター２階
■人市内事業者、各回先着２０名

講座内容日　程

就職活動スタートアップ９月１７日（火）

ライフプラン９月１８日（水）

キャリアプラン９月２０日（金）

知って役立つ労働法基礎知識９月２４日（火）

ビジネスマナー等入門９月２５日（水）

履歴書・職務経歴書作成９月２７日（金）

パーソナルカラー１０月１日（火）

面接対策１０月２日（水）

就活用メイクアップ１０月１０日（木）

ビジネスパソコン１０月１１日（金）※

※午後１時３０分～３時３０分に「情報研修室」
（いきいきプラザ３階）で行います。

時　間講座内容日　程

午前１０時～午後３時

自己分析ほか１０月１６日（水）
職場実習先紹介ほか１０月２１日（月）
ビジネスマナーほか１０月２３日（水）
面接対策１０月２５日（金）

午前１０時～正午企業交流会※
１０月３０日（水）

午後１時～３時振返り研修ほか
※インターンシップ受入事業者と参加者で実際の職場環境や雇用条件等に関する質疑応答や個
別相談等を通したマッチングを行います。

情報センターをご利用ください
　個人・団体の皆さんがパソコンやプロジェ
クター等の機器を利用できる施設です。研修
やパソコン教室、サークルの会誌作り、イン
ターネットの閲覧、印刷等にぜひご利用くだ
さい。
　施設の詳細および申込方法は、表１・２を
ご覧ください。

■日午前９時～正午、午後１時～４時３０分（閉
庁日を除く）
■場いきいきプラザ３階
■人市内在住・在学・在勤のかた、代表者が市
内在住・在学・在勤かつ市内在住・在学・在
勤の構成員が半数以上を占める団体
■申■問情報政策課

表１　施設の詳細

印刷
使用料

パソコン使用料
（１台につき）施設使用料パソコン

台数
最大

収容人数
利用
対象施設名

午後午前午後午前

カラー
片面印刷
１０円
両面印刷
２０円

８００円６７０円
３，４００円２，９００円

２０台

机・イスを
使用　７０人
イスのみを
使用　８０人

団体マルチメディア
ホール

１，６００円１，３００円３０人団体情報研修室

２００円（１時間）２０円（１人１時間）４台１０人個人マルチメディア工房

※マルチメディアホールと情報研修室はパソコンの持ち込みができますが、市の設置するインター
ネットやプリンターには接続できません。
※マルチメディアホールには磁気ループ（専用受信機１０台）が設置されています。
※貸し出し用パソコンの台数に限りがあるため、希望台数を使用できないことがあります。
※飲食はできません。

マルチメディアホール マルチメディア工房

表２　申込方法
留意点申込期間・申込方法施設名

初めて利用する団体は登録が
必要です。情報政策課へお問
い合わせください。
※２年度ごとに更新が必要で
す。

団体登録後、公共施設予約システムからお
申し込みください。
【抽選申し込み】利用日の３か月前の１５日
から当該月の末日まで
【随時申し込み】利用日の２か月前の２０日
から利用日当日まで
※予約状況は、市ホームページの「公共施
設予約」又は本庁舎１階、いきいきプラザ
１階、各公民館等にある市民情報端末から
ご覧いただけます。

マルチメディア
ホール

情報研修室

予約はできません。
初めて利用するかたは、利用
当日に住所・氏名が確認でき
る身分証をご持参ください。

■申不要、直接情報政策課へマルチメディア
工房

■問中央図書館（1３９４－２９００）

シニア学級「目指せ！幸齢者」


